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“重研削作業でお困りの方へ”

「魔法の砥石」
と紹介されて、
データを取ったら研削速度と
研削量にビックリ。
ここまでの数値が出るとは思ってなかった。
「魔法の砥石」
と紹介されたのが始まり。
性能の良さは作業者の顔にも出ていた。

３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石 PN65493
（180 φ）
と PN85938
（100φ）
は、商社の方から金額は高いけど、桁違いの削るスピードと寿命がとてつもなく
長い
「魔法の砥石」
があるよ、
と紹介を受けたのが始まりでした。
その後実際に３Ｍさんが営業に来られて、製品を試しに使ってみたんです。性能の
良さは現場の人間の顔を見て一発でわかりましたね。今まで見たことのない、驚い
た顔をしてましたから。

松嶋 真

性能差はデータで一目瞭然。
研削作業の時間に加えて、
砥石の交換時間も減らせる。

データを取ってみても、
研削の速度と1枚で削れる研削量がとてつもなく優れてい
ることが分かりましたね。
弊社では砥石の性能データを取るに当たって、
一定量を
研削する際の
「時間」
と
「使用前後の砥石の重量変化」
を測定するようにしています。

Makoto Matsushima

※データ参照

“データで見ても分かる、
圧倒的な性能差に驚きの声！”

商品名

CUBITRON Ⅱ

日立造船株式会社

他社製品

有明工場

〒869-0113

426

378

使用可能砥石量 研削後重量 砥石使用量 可能研削量
（g/枚）
（g/枚）
（g）
（kg/枚）

252.1

423

3

192.8

365

13

8.25
1.16

作業時間
（秒）

2.20
2.20

研削速度
（kg/h）

2.68
2.14

1枚で削れる研削量が従来使っていた砥石に比べて、
３Ｍの砥石は約7.1倍だった
んです。
実際にデータを取るまで、ここまでの数値が出るとは思っていませんでしたし、こ
んなに削れる砥石はないだろうと思っていたから本当にビックリですね。
加えてうちでは砥石の交換時間もコストと考えているので、
この長寿命ならさらに
コストメリットが出ると思います。

熊本県玉名郡長洲町大字有明1番地
TEL：0968-78-2178

初期重量
（g/枚）

FAX：0968-78-7032

事業内容：舶用原動機、原子力機器、プロセス機器、
シールド掘進機の製作

製缶業では溶接が肝。
その為にグラインダー作業をいかに短縮できるかが大事。

極端に言うとどれほど多く溶接が出来るかが大切で、
それ以外の作業をいかに減
らすかが大事なんです。
その中にグラインディングコストも含まれているので、
そう
いった意味でもグラインダー作業が早く終わるということはとても大切なんです。
私達は船舶用エンジンの製造からアフターフォローまで一貫して行っているので、
補修作業で海外に行くこともあります。
船の停泊期間が決まっているので、
いかに
工期を短縮するかが勝負です。これだけ研削スピードが速くて寿命が長い３Ｍの
砥石を使うのは、
メリットでしかないんです。
導入コストはかかりましたが、資材の年間コストは落ちています。今後は更に使用
シーンを増やして、
国内の仕事でも使っていきたいと考えています。

Tools
３Ｍ キュービトロン Ⅱ
オフセット砥石 PN65493
TM

TM

外径180mm×厚み7mm
グレード：36＋
結合度：P
最高使用回転数：8,500r.p.m.（80m/s）
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家計とある意味一緒で、
一番大切なのはトータルコスト。
そういう意味では嫁を上回る
縁の下の力持ちの砥石と
言えるかもしれませんね！

薦田 博司

私としては人件費や消耗材などを含めたトータルコストが下がることが管理者と
して一番大切だと考えています。そういった意味で３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱオフ
セット砥石PN65493 は削れる速度が凄いし削れる量がケタ違いですね。
家庭の収支を支えるのは家内で
あったりしますが、
製缶業の収支
を支えるのは、
３Ｍのこの砥石か
もしれませんね。また、使用量が
グンと減るので産業廃棄物の量
が減ります。
そうすることで廃棄
物の送料も減るかもしれないと
いったところも経済的ですね。
仕上がりの目が綺麗ですし、嫁
には内 緒ですがコレは嫁を上
回ったかもしれませんね！
（笑）

Hiroshi Komoda

すぐにでもこの砥石を使用したいと思った。
ほじくりたくなるぐらい削れます
（笑）
。
明らかに削れるスピードが違っ
ていて、寿命もケタ違いで、すぐ
にでもコレを使用したいと思い
ましたね。
角が強いのでほじくりたくなるよ
うな感覚というか �
（笑）
。
スピー
ドは倍近く速いし目詰まり感も
今までものと比べるとまったく
なかったのは嬉しいですね。
私の
作業場ではビード除去、ガス切
断後のノロ取りがメインです。
女性に例えると？ うーん � 美
人！ シャープなモデルみたいな
砥石ですかね
（笑）
。

柿原 宜也
Nobuya Kakihara

Tools
３Ｍ キュービトロン Ⅱ
オフセット砥石 PN85938
TM

TM

外径100mm×厚み4.2mm
グレード：36＋
結合度：S
最高使用回転数：13,750r.p.m.（72m/s）
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３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱ 製品は猛獣ですよ。
グリズリーの爪みたいに鋭い。
他社の砥石だと中々歯が立たないワークでも、
難なく削っていく。

うちは耐磨耗の肉盛りがしてあるビッカース硬度Hv1,200の鋼材など、特殊な鋼
材を扱っているので、
もっと削れる砥石はないかと探していたところだったんです。
この鋼材は、今までの砥石ではほとんど削れず、1ワークに2～3枚使うことが当た
り前でした。
周りから、
３Ｍの砥石は良いよ、
と聞いてはいたので、
試しに削ってみたら明らかに
研削力が違って驚きました。

平川 仙士

砥粒が鋭いですね。
グリズリーの爪みたい。

例えるなら、これまでの砥石は草食動物の爪みたいな丸みのある鋭さで、３Ｍ™
キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石はグリズリーのような肉食動物の爪みたいに
鋭く尖った砥石。研削力があるので、グラインダーを使う時間を短くできて、全体
の作業時間も短縮できています。

Norihito Hirakawa

真のコスト・人件費もオフ、
作業者からの不満も減った。

“「砥石は消耗材」そんな考えを覆した、
圧倒的な研削力とは”

株式会社 三井三池製作所
九州事業所産業機械事業本部
〒836-0061

Tel：0944-51-6740

本店

〒103-0022

製造部

福岡県大牟田市新港町6番地15

耐久性も良いですね。
３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石PN85938
（100φ)と
PN65493（180φ）
（以下キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石）に変えてからは、1日
に1回交換するかしないかです。
砥石の交換時間も考えるとメリットが多いですね。
確かに、
初期の導入コストはこれまでの砥石よりかかります。
でも、
真のコストは何
かと考えたら、
やっぱり人件費なんです。
そこの削減が見込めるのは大きいですね。
これまで、
砥石を違うメーカーのものに変えると、
作業者の方から文句を言われる
ことが多かったんです。全然すれ
ない、安い砥石は使えない、だと
か � 。キュービトロン™Ⅱオフセッ
ト砥石に変えたら、
皆さん声をそろ
えて驚いています。
すごい！ えぐり
取る感じ、
なんて言われていますよ。

製造課

Fax：0944-51-6147

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

Tel：03-3270-2001

Fax：03-3245-0203

Tools
３Ｍ キュービトロン Ⅱ
オフセット砥石 PN65493
TM

TM

外径180mm×厚み7mm
グレード：36＋
結合度：P
最高使用回転数：8,500r.p.m.（80m/s）
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現場から
「この砥石買ってほしい」
って声が
上がったのは30年やってて初めてだよ！
寿命は５倍、
スピードは２倍で、
違いが一発で分かる。

青 忠行
Tadayuki Ao

“鋼材の切板・加工・販売を手がけ、
九州一円を網羅する
鉄の総合デパート・極厚の門倉！”

株式会社 門倉剪断工業
本社

〒807-1303 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月2037-4
TEL(0949)42-1471

FAX(0949)42-7770

会社ホームページ：http://www.kadokurasendan.co.jp/
資本金：9980万円
従業員：200名

初めて削った時に「何だこれ、すごい！」って思った。力を入れなくても砥石が
削っていくって感じでさ、一発で違いがわかる。これの違いがわからんやった
ら、グラインダー作業者としての経験が不足してるだけじゃないかな（笑）。
最初に試しで３Ｍ™ キュービトロン™Ⅱオフセット砥石PN65493（以下キュー
ビトロン™Ⅱオフセット砥石）を10枚入れたら、作業者から『継続して買ってほ
しい』って言われたんだよ。砥石で現場からリクエストがあったのは、30年
やってて初めてだったよ。

最大460mm厚のワークや特殊鋼、
難削材ばかりだけど、これ1枚で済んでる。

うちは自社工場の中でも少し特殊で、55mm～460mmまでの極厚のワーク
を扱っている。厚い分、面取りの時の研削面積が大きくなるし、ステンレスや
SCM材みたいな特殊鋼も多いから本当に大変。その中で今までの砥石だった
ら1人6～8枚使用していたのが、キュービトロン™Ⅱオフセット砥石だと1枚で
済んでるよ！

速い分、丁寧に仕事ができる。
だから門倉ならではの付加価値をつけられている。

昨今、お客様は「納期は短く製品は綺麗に」というのがニーズ。私達の会社で
も、面取り作業などはサービスに近い部分がある。それでも製品に付加価値
をもたらす為にやっていて、そこがないとダメだし、そこがあるから門倉に発注
しようって思って下さっている部分もあると思う。キュービトロン™Ⅱオフセッ
ト砥石を使うと速い分、丁寧に仕事ができる。だから門倉ならではの付加価値
がつけられている。
業務内容：切板・加工・販売（切断能力2.3mm～1,500mm）
■CT製作加工／■一般構造用圧延鋼板
（SS）
2.3mm～460mm
■床用鋼板／■溶接構造用圧延鋼板（SM）
■建築構造用圧延鋼板（SN）

■ステンレス鋼板（SUS304、SUS316、316L、縞板、及び形鋼各種）
■鉄工事業部／■敷板／■クラッド鋼板
■特殊鋼

ボイラー用鋼板（SB410）／機械構造用炭素鋼鋼材（S25C、S35C、S45C）

クロムモリブデン鋼（SCM440）／高張力鋼板（55K、60K）／耐摩耗鋼板（HARDOX400～600）
*WEL-HARD（400、500）／（WELDOX500、700）／DOMEX（550～740）
*ABREX（旧SUMIHARD）
（400～500）／DOMEX、WEAR（100K）
耐硫酸露点腐食鋼（S-TEN）1.2.
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2～3時間かかる作業を1時間で
終わらせられるなら、
多少高くても買う価値があるな。

うちらみたいな業界は公共事業が少ないと厳しいのよ、景気も昔ほどは良くない
から今はどこも値段の叩き合いで受注金額なんて底も底なんだよね。そうなると
加工費の部分をいかに抑えるかが大事になってくる。
加工費の中には砥石にかかる費用と人件費があるんだけど、実は人件費の方が
圧倒的に高額なんだよね。

加工費における砥石にかかる費用と人件費の比率

久米 和洋
株式会社大木

常務取締役

Kazuhiro Kume

鉄

道具にかかる費用

人件費

SUS

道具にかかる費用

人件費（時給×作業時間）

1 ： 1
1 ： 3

※（株）大木様の場合

それにうちは製缶をメインとして、技術力で勝負してきているから、他社では出来
ない難しいもの、作るのに時間がかかる物でも引き受けている。
その中でいかに作業費を抑えるか、つまり作業時間を短く仕上げられるかが腕の
見せ所。
砥石を変えて、2～3時間かけていた作業を1時間で終わらせられるなら、多少高く
ても買う価値があるよね。

年間での砥石コストも20％減で、
グラインダー作業費も35％減。
全体だと30%くらいは
コスト削減できたかな。

３Ｍさんの砥石は従来の物と違って本当に目詰まりしないよね、最後の最後まで
研磨力が落ちずに使える。しかも、現場でSS材の開先を取る仕事があったんだけ
ど、従来5枚かかってたのが1枚で済んだんだよね。その時３Ｍさん独自のコスト
試算表で提案してもらった通りに、砥石の全体購入金額が20％カット、グライン
ダー作業にかかる時間コストが35％カット、全体で30パーセント弱のトータルコ
ストカットが出来ているよ。

七ツ島工場工場長

60万円
50万円
40万円
30万円
20万円
10万円
0

従来

砥石コスト

Kazumi Nishi

コスト
30％ダウン！

人件費

西 和美
株式会社大木

3M製品を使ってから

作業にかかる全体の経費変化（年間）
※時給を3000円として人件費を仮計算しています。
※人件費、砥石コストの削減率は（株）大木様の場合です。お客様の環境により、
実際の作業効率の向上度は変化しますので保証するものではありません。
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野球で例えるなら、
クリーンナップを打つ3、4番ですね！
この組み合わせは外せない。
開先40枚が砥石2枚でできた。
これまでの砥石の5倍の寿命ですね。

使ってみてまず長持ちするのに驚きましたね。
20mm弱の板の開先を40枚取った
んですよ、
それで３Ｍ™キュービトロン™Ⅱオフセット砥石を2枚使ったぐらいだっ
たかな、
他の砥石だったら10枚ぐらい使ってる仕事だから、
寿命は5倍くらい。

川田 耕右

砥石使用量の変化

使用枚数
1 5 に削減！

／

Kosuke Kawada

“鉄、ステンレス材、他鋼材の加工・販売から、
約7000坪の工場では大型構造物の製作、
製缶を行う、匠集団！”

株式会社 大木

従来品

本社

鹿児島市南栄2丁目7-8
創立

/ 昭和24年4月1日

資本金

３Ｍ品

連続作業でも手元の1～2枚で十分に作業できる

/ 2500万円

従業員数

※（株）大木様の場合

/ 90名

長寿命だと交換頻度が減るのも嬉しいね、連続での作業があると工場内から砥
石を数十枚事前に集めないといけないけど、３Ｍさんのだったら手元にある1～
2枚で十分に作業できるからね。

ホームランを打つ4番打者と、
オールマイティーな3番打者って感じ

３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石がホームランをバンバン打つ4番打者
なら、３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱフレキシブル砥石は3番打者かな。削りから仕上
げまでこれ一枚でできるのが良いね。粒度も36＋～80＋で揃っているから、仕
上げのレベルに合わせて使い分けが出来るし。これも他社の砥石と比べて良く
削れるし、長持ちもする。しなりもあるのが良いね。
この2枚、面倒な仕事をクリーンナップしてくれる、最高の組み合わせだよ。

Tools
３Ｍ キュービトロン Ⅱ
フレキシブル砥石
TM

TM

外径100mm×内径15mm×厚み2.5mm
グレード：36＋（PN14450）,60＋（PN14427）,80＋（PN14428）
結合度：P
最高使用回転数：13,750r.p.m.（72m/s）

３Ｍ キュービトロン Ⅱ
オフセット砥石 PN85938
TM

TM

外径100mm×厚み4.2mm
グレード：36＋
結合度：S
最高使用回転数：13,750r.p.m.（72m/s）
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砥石じゃなくて
ペーパー基材の砥石でも削れる！って
社長、
飛び上がってましたよ
（笑）
。

松本 輝樹
Teruki Matsumoto

“京都の産業を支えるマイスターがスピードは利益と語る”

株式会社 月谷製作所
〒601-8203

京都府京都市南区久世築山町210-4

Tel：075-933-3205

Fax：075-933-3206

溶接・各種製缶・NC長尺加工機

うちは社長が新しい物を積
極的に取り入れようとするか
ら、
色んな物を試してますよ。
３Ｍの製品も、色々とサンプ
ルを試した結果、
うちでは鉄
がメインなので３Ｍ™キュー
ビトロン™Ⅱファイバーディ
スク9 8 2Cに落ち着きまし
た。いわゆるオフセット砥石
じゃなくてペーパー基材の
砥 石 でこん な に 削 れ るの
か！って、社長が飛び上がっ
て驚いてましたよ
（笑）
。

開先作業がとにかく速い。
スピード勝負の世界だから、
これは助かりますよ。

開先作業がとにかく速いですね。ある時、従来2時間かけて
いた仕事があっという間に終わって「あれ、何が変わったんだ
ろう」と振り返ってみたんです。溶接工程はどうしても短縮で
きる時間に限界がある。じゃあどこの工程が速かったんだろ
う？と考えてみると、開先取りの工程がいつもより速かった。
後から塗装が乗ることもあって、鉄はどちらかと言うと仕上
げよりも速さ勝負。いつもより早く仕事が終われば、それだ
け、空いた時間で別の作業ができる。
これは単なる時間の話じゃないですよ！ 10時間かけていた
作業が6時間で終わるというのは、会社にとっては利益が増
えることと一緒なんです。
仕上がりも今まで使っていた砥石より綺麗です。砥石だと深
堀していたところも、３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱファイバー
ディスク982Cはえぐりづらいです。いくら速さ勝負の世界で
も、今は仕上がりの綺麗さも、当然のように求められていま
す。
だから、
速く削れて仕上がりも綺麗な道具をみんな求めて
いる。３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱファイバーディスク982Cは、
そういう人に喜ばれているんじゃないですかね。

Tools
3M™ キュービトロン™ Ⅱ
ファイバーディスク982C（普通鋼用）
外径：178mm×内径22mm
粒度：36＋, 60 ＋, 80＋
最高使用回転数：8,600r.p.m.
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3M™ キュービトロン™ Ⅱ
ファイバーディスク987C（ステンレス、アルミ用）
外径：178mm×内径22mm
粒度：36＋, 60 ＋, 80＋
最高使用回転数：8,600r.p.m.
※外径102mmタイプもございます。

Abrasive Systems Division

WORKs

TSシリーズは、
ナットが無いから、
母材を傷つけることを心配せずに使える。

TSシリーズを使うと、
仕上げの凹凸が無くなる。
熟練者じゃなくても、
誰もがうまく扱えるのが驚き。

古賀 謙太郎
Kentaro Koga

“あらゆる産業機械製造を手がける熟練工！
道具の使い分けが高品質の秘訣！？”

有明機電工業株式会社
四山工場 機械装置事業部
〒836-0061

福岡県大牟田市新港町9番地

Tel：0944-59-6617

本社

〒836-0062

Fax：0944-54-8144

福岡県大牟田市西港町1丁目20番地1

Tel：0944-57-3939

Fax：0944-51-8402

うちでは 、溶 接 後 に 、３Ｍ ™ キュービトロン™Ⅱオフセット砥 石
PN85938 100Φと３Ｍ™ キュービトロン™ ⅡTSディスク982C/987C
を使ってます。
研削幅が広い時は180mmの３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱ
オフセット砥石PN65493ですね。
３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石PN65493は、
研削力が強す
ぎて、従来の砥石と同じように押し当てて使うと削れすぎちゃうぐら
いですよ。最初のうちは手前に引くように使って、エッジが取れてきて
から、
奥に押すように使っています。
３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石PN85938
（100mm）
も３Ｍ™
キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石PN65493
（180mm）
も、
砥石が小さ
くなっても削れるので、
交換の手間が省けてます。
砥石は径が小さくな
ると削れなくなるので、
みんなすぐに交換したがってたんですが、
この
製品だと小さくなっても削れるので、中々交換しようとしないんです。
交換時間も減っているし、
研削スピードも速いから、
作業スピードとし
てはこれまでの1.5 ～ 2倍に上がっている。
３Ｍ™ キュービトロン™ ⅡTSディスク982C/987Cの良いところは、
仕上
げの凹凸ムラが無くなるところですね。
従来の砥石だと、
慣れない人は
ナットで傷つけないように傾けて当てるから、仕上がりがボコボコに
なっていた。
この製品はそもそもナットが無いから、
傷つけることを心配
せずに使えて、
熟練者じゃなくても綺麗に仕上げられます。

キュービトロン™Ⅱオフセット砥石は
30φになるまで使ってます。

高周波用や電動用など、グラインダーごとに一番良いパフォーマンス
が出せる砥石というのを決められていませんでしたが、３Ｍ製品を
知ってから、
100Φ高周波グラインダーには３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱ
オフセット砥石PN85938（100mm）とPN65493（180mm）、100Φ
電動グラインダーには３Ｍ™キュービトロン™ ⅡTSディスク982C/
987Cと、決めることが出来ました。今ではそれぞれ1人1台ずつ持って
います。
これまでの砥石は使っていくにつれて目詰り感、削れなくなる感覚が
良くありました。最初はすごく削れても、どんどん削れなくなって、半
分の大きさになれば全く削れなくなってくる。
これがストレスになって
いました。
今では３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱオフセット砥石PN85938 100Φを
30Φぐらいまで使ってます。みんなには1枚単価を伝えて、大事に使う
よう意識させていますが、ギリギリまで使わせやがって、みたいな不
満は出てません。
研削能力が変わらないので。

Tools
3M™ キュービトロン™ Ⅱ
TSディスク982C
（普通鋼用）
外径：102mm
粒度：36＋, 60＋, 80＋
最高使用回転数：12,000r.p.m.

3M™ キュービトロン™ Ⅱ
TSディスク987C
（ステンレス、アルミ用）
外径：102mm
粒度：36＋, 60＋, 80＋
最高使用回転数：12,000r.p.m.
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3M™ キュービトロン™Ⅱ製品が研磨作業の向上をサポートします。
キュービトロン™Ⅱ製品

規則的なトライアングル形状に精密成型された砥粒が、最後まで鋭い切っ先を維持するので研磨力が変わりません。
今までに無い「切れる」感触と長寿命を体験してください。

３M製品

砥粒形状

精密成型砥粒

市場従来品

砥粒形状

すべてが均一で鋭利な形状
ナノレベルの微細砥粒の集合体

精密成型砥粒を塗布した研磨材表面
拡大写真

従来の研磨砥粒

砥粒の大きさや形がバラバラ

一般的な研磨材表面拡大写真

砥粒の消耗の仕方

鋭い切っ先を保ちながら、
高い研磨性能が持続

３M 製品
特長

エッジが取れ、切れ味を失い、
研磨性能が低下する

市場従来品
の特長

精密成型砥粒

従来の研磨砥粒

シャープなエッジを維持しながら微細に消耗していく

用途別製品選択ガイド
高

削る
削る

研磨力

削る

エッジが取れ全体的に丸みを帯びて消耗する
仕上げ

粗い
TSディスク
982C / 987C

厚盛ビード除去
溶接ビード除去

ビード除去後の
砥石目消し

オフセット砥石
フレキシブル砥石

黒皮除去、
きついサビ取り

はがす 溶接後の焼け取り

※

細かい

フラップディスク
967A

ファイバーディスク
982C / 987C

CNSベベルブラック

ガンばりディスク

ベベルブラウン
ベベルレッド
ベベルグリーン

塗膜はがし・
サビ取り

低

仕上げる

塗装・コーティング
前の肌荒らし

バリを取る バリ取り
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TSメタコンディスク

すりキズぼかし
オフセット砥石

大

バリの大きさ

メタコンディスク
メタコンディスク

小

※フレキシブル砥石は黒皮除去にはご使用いただけません。

特殊鋼材、肉厚のビード研削にお困りの方に
製品名

３Ｍ™ キュービトロン™ II
オフセット砥石 PN85938

３Ｍ™ キュービトロン™ II
オフセット砥石

３Ｍ™ キュービトロン™ II
ファイバーディスク982C
（普通鋼用）

３Ｍ™ キュービトロン™ II
ファイバーディスク987C
（ステンレス、アルミ用）

PN81148

PN85938

粒度

精密成型砥粒

36+

結合度

外径×厚み×内径

P
S

３Ｍ™ キュービトロン™ II
フレキシブル砥石

PN14450
PN14427

PN14428

粒度

結合度

精密成型砥粒

60+

P

36+

80+

外径×厚み×内径 最高使用回転数
100×15×3.0
(mm）

製品名

982C
３Ｍ™ キュービトロン™ II
ファイバーディスク
987C

推奨材質

粒度

普通鋼

60+

外径×内径

36+

製品名

砥粒の種類

102×16mm

36+

精密成型砥粒
987C

３Ｍ™ キュービトロン™ II TSディスク
987C（ステンレス、アルミ用）

出荷単位

最高使用回転数

出荷単位

15,000 r.p.m.

100枚
（中箱25枚）

80+

外径

36+

ボタンの色
こげ茶

出荷単位

最高使用回転数

茶

102mm

36+

PN85938

4549395192595

12,000 r.p.m.

こげ茶

100枚
（中箱25枚）

茶

80+

PN14428

4549395510658

PN14427

発注品番

982C 36 102X16

982C 80 102X16
987C 36 102X16

—

発注品番

14,000 r.p.m.

1枚

4549395510641

JANコード

4548623748658

4548623753690
4548623753706
4548623753713

4548623753720
4548623753737

JANコード

TSD 982C 36 102

4549395164813

TSD 982C 80 102

4549395164837

4549395164820

TSD 987C 36 102

4549395504022

TSD 987C 80 102

4549395504046

TSD 987C 60 102

黄

JANコード

4549395510634

TSD 982C 60 102

黄

4549395257591

PN14450

987C 80 102X16

粒度

80+

4549395274802

発注品番

200枚
（中箱20枚）

JANコード

PN65493

987C 60 102X16

60+

３Ｍ™ TSディスク パッドライト

PN81148

60+

60+

982C
３Ｍ™ キュービトロン™ II
TSディスク

10枚

982C 60 102X16

80+

ステンレス
アルミ

13,750 r.p.m.
（72m/s）

100×15×2.5
(mm）
100×15×2.5
(mm）

とにかく急いでる！ 研削スピード重視の方に

発注品番

13,750 r.p.m.
（72m/s）

100×4.2×15
(mm）

砥粒の種類

出荷単位

8,500 r.p.m.
（80m/s）

180×4.2×22.23
(mm）

平面作業が多い、ナットで傷をつけたくない方に
３Ｍ™ キュービトロン™ II TSディスク
982C（普通鋼用）

最高使用回転数

180×7.0×22.23
(mm）

砥石の交換が面倒！ 仕上げまで一枚で済ませたい方に
製品名

３Ｍ™ キュービトロン™ II
フレキシブル砥石 PN14427

PN65493

砥粒の種類

TS PAD LIGHT

4549395504039
4549395500451

３Ｍ™ TSディスク パッドライト
※専用パッドが必要です。

スコッチ･ブライト™ 製品

50年以上日本の製造業を支えてきたスコッチ・ブライト™ 研磨材製品。
新しい進化を遂げながら、現場の安全、作業性の向上に貢献しています。

手作業でのサビ取りに
製品名

スコッチ・ブライト™
工業用パッド

7447PRO
7440

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド
砥粒の種類

A
（酸化アルミニウム）

仕上がり相当

グレード

色

＃180

CP-M

茶

＃320

VF

サイズ

赤

150×230mm

粗

製品名

砥粒の種類

CNSベベルブラック S（シリコンカーバイド）

スコッチ・ブライト™

ベベル
レッド

ベベル
グリーン

ベベルブラウン
ベベルレッド

ベベルグリーン

A
（酸化アルミニウム）
S（シリコンカーバイド）

仕上がり相当

#120

仕上がり相当

#180

仕上がり相当

#320

仕上がり相当

#400

ベベルグリーン

色

外径×厚み

＃180

茶

＃400

緑

90×10mm M10×1.5mm
ネジ穴
加工済み
90×13mm

＃320

黒

赤

90×13mm

7440 S/B

CNSベベルブラック

仕上がり相当
＃120

60枚
（中箱10枚）

120枚
（中箱20枚） 7447 PRO

ベベルレッド

細

ベベル
ブラウン

発注品番

ベベルブラウン

仕上げ

CNSベベル
ブラック

グラインダーでの黒皮除去、キツいサビ取りに
スコッチ・ブライト™ ベベル

出荷単位

内径

4549395188253
4901690153235

きついサビ取り、
鋼板の黒皮除去、
ケレン作業
溶接後の焼け取り、
砥石切削加工後の目つぶし

サビ取り、
塗膜・プライマーの除去

ステンレスのキズ、
焼け取り、
塗装・溶接前の肌荒らし
（足つけ）

最高使用回転数 出荷単位

12,000
r.p.m.

JANコード

20個
（中箱5個）

発注品番

JANコード

BEBERU BRO

4519001277107

BEBERU GRE

4519001277121

CNS BEBERU BLA 4519001423733
BEBERU RED

4519001277114

電動グラインダーにワンタッチで装着できます。エアーグラインダー用もございます。
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各種メディアで取り上げられています。

生産性向上・コスト削減のために

研援隊

［ テレビ］
●
●

東日本放送 スーパー J チャンネルみやぎ

『高校生がプロから学ぶ研磨技術』
（2015.12.16 放送）

●
●
●

●

がサポートします。

スリーエム ジャパンでは日本各地域に
研磨のスペシャリスト・アドバイザー集団である
「研援隊」を設置しています。
研磨の実演、そして時には研磨指導、体験会も行い、
研磨工程の見直しによる生産性の向上・コスト削減の
サポートをいたします。

仙台放送 みんなのニュース

『若手技術者を育てよう』
（2015.12.16 放送）

［ 新聞］
●

（けんえんたい）

日刊産業新聞

『九州で研磨材拡販』製品デモ「研援隊」展開（2015.3.31）

日刊自動車新聞

『作業時間短縮やコストダウンを啓発』
（2015.4.2）

朝日新聞

『3M 研磨材販売強化』
（2015.4.15）

仙台経済会

『中小製造業者の作業工程改善をサポート』
東北工業大学とスリーエム ジャパンが連携（2015.11.1）

日刊工業新聞

『研援隊結成 訪問先で実演』
（2015.11.27）

他、多数掲載されています。

ご使用上の注意 安全にご使用いただくために、グラインダーあるいはサンダーをお使いになる場合にお読みください。

●
●

●

砥石製品の安全な使い方

事故・危険

グラインダーの仕様に適合しない場合は使用しないでください。

破壊、けが

乾式研削・研磨・切断作業に使用してください。
砥石の孔径を改造しないでください。

砥石の最高使用周速度（最高使用回転数）以下で必ず使用してください。

破壊、けが
破壊、けが

●
●

●

●

砥石カバーを取付けて使用してください。

けが

●

取付けフランジの外径は、砥石外径の1/ 4 以上で、固定側フランジと移動側フランジは

破壊、けが

砥石に、カケ、ひずみ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥が

破壊、けが

●

研削時の使用角度は 20°～ 45°を厳守してください。

破壊、けが

●

除じんと換気に注意して使用してください。

聴力障害、けが

●

●
●

切断作業時は、切断専用砥石カバー（砥石の1/2 以上を覆うもの）を取付けてください。
外径と接触幅が等しく逃げ部があるものを使用してください。
ないことを確認してください。

防じんメガネ、防じんマスク、耳せん、手袋などの保護具を着用し、

失明、じん肺・

●
●

●

●

砥石製品の安全な使い方

事故・危険

試運転は作業開始前には 1 分間以上、砥石交換時には 3 分間以上行ってください。

破壊、けが

使用面以外は絶対に使用しないでください。
（上面）

砥石の取り付けや試運転は、安全教育修了者（労働安全衛生法）が行ってください。

破壊、けが

作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで

けが、引火爆発

砥石の回転方向に立ったり、回転中の砥石には手指を触れないでください。

けが

防止してください。

破壊、けが

砥石を無理に研削物・切断物に押しつけたり、ねじったりしないでください。

ワークはしっかりと固定してください。

破壊、けが

外径が小さくなった砥石は、他の機械で再使用しないで廃棄してください。

破壊、けが

砥石を落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
直射日光を避け、湿気の少ない平らな所ならびに常温（10℃～ 35℃）下で、
所定の箱に入れて平積み 保管してください。

箱ないしは製品に記載している使用期限を守ってください。例）V01/2017＝2017 年 1 月まで

安全にご使用いただくために、砥石製品をお使いになる場合にお読みください。
警告

この製品は正しく使用されない場合、破壊・飛散して失明・ケガ等をする
ことがあります。使用時に下記の内容をよく読み、正しくご使用ください。

グラインダーあるいはサンダーへの取り付けと使用上の注意

① 使用時に製品の外観に傷、破損等がないことを確認してください。
② センターを合わせ、正しく取り付けてください。
③ 使用時に1 分間の空回転をし、振動のないことを確認してからご使用ください。
④ 強く押しつけず、できるだけツールの自重で使用してください。
⑤ 使用中は回転部分に触れないでください。
⑥ 使用中に振動、異常音が発生した場合は、直ちに回転を停止し、原因を確認してください。
⑦ 研磨により、火花が発生することがありますので燃えやすいものは遠ざけて作業をしてください。
⑧ 製品の交換は、スイッチを切り、さらに電源プラグあるいはカプラを抜いてから行ってください。
⑨ 使用するグラインダーあるいはサンダーの取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
⑩ 廃棄時は、プラスチック類として各市町村の定める方法に従い処理してください。

最高使用回転数以下での使用
① 梱包箱あるいは製品に表示された最高使用回転数以下で使用してください。
安全保護具の着用
① 眼、顔面の保護のため、使用時には安全メガネ、または顔面カバーを着用してください。
② 身体の保護のため、使用時には安全帽、革手袋、長袖服、安全靴等を着用してください。
③ 研磨粉塵を吸わないよう、使用時には防塵マスクを着用してください。
保存方法
① この製品は常温、常湿の屋内に保存してください。
② 直射日光、乾燥状態の所に長時間放置しないでください。

本カタログでの比較は弊社実験によるもので、実際の数値等は顧客事例ごとに異なります。
仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。

お取扱い販売店

保証期間内に製品が不良であることが証明された場合、当社の責任は、
当社の選択により交換または補修させていただくか、もしくはご購入代金

を返還させていただくことに限らさせていただきます。

３Ｍ、CUBITRON、Scotch-Brite、キュービトロン、スコッチ・ブライトは、３Ｍ社の商標です。

※掲載の内容および希望小売価格は、2016 年 10 月現在のものです。
希望小売価格は、すべて税抜き本体価格です。

研磨

カスタマーコールセンター

研磨材製品事業部

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

http://www.mmm.co.jp/asd
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8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

